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キッチンを備えたキッチンワゴンに、俳優・杉浦太陽
と気鋭の料理人が乗り込み、食材を道々でハントし
ます。今回は「海の日」にちなんで、美ら海・美ら島が
奏でる夏の沖縄を訪ねる旅。ミッションは「クスイム
ンを探せ！」。クスイムンとは“薬になるもの”の意味
で、長寿県・沖縄の食文化を築いてきた医食同源の
精神です。旅の
途中には、具志
堅用高さんも登
場！自らのパワー
の源泉・クスイム
ンの世界にいざ
ないます。

※放送日時・内容は変更する可能性があります。

月の7
沖縄ミュージックジャーニー　ゲスト：下地イサム 1日（金） 午後６：００
上方演芸会（南城市で収録） 3日（日） 午後３：3０
うちなーであそぼ　昔話「モーイ親方の勉強法」 8日（金） 午前７：２５
きんくる～沖縄金曜クルーズ～ 「かりゆし５８ ファンと歩んだ１０年」 8日（金） 午後７：３０
アスリートの魂 「ロードレース　新城幸也」 9日（土）(８日（金）深夜) 午前０：００
沖縄の歌と踊り 「琉舞とバレエの競演」 10日（日） 午後１：０５
Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ 「伊江島」 13日（水） 午後２：００
第９８回全国高校野球選手権沖縄大会 準決勝 16日（土） 午前９：５５
第９８回全国高校野球選手権沖縄大会 決勝 17日（日） 午後１：００
キッチンが走る！ 「美ら島の夏　クスイムンで心も体も美しく！」 18日（月） 午前１０：０５
うちなーであそぼ　童謡「浜辺の歌」　 22日（金） 午前７：２５
ザ・プレミアム「にっぽんトレッキング　夏山に行こう！」（西表島ほか） 23日（土） 午後９：００
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 本部町 25日（月） 午前６：３０　
沖縄熱中倶楽部-７月号- 30日（土） 午後７：２０
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7月1日の
沖縄ミュージックジャーニーにも
下地イサムさんが出るってよ〜♪

関連番組沖縄

「高平良万歳」
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ラジオ第1

ラジオ第1
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ラジオ第1

ラジオ第1

リオデジャネイロオリンピック柔道男子６６ｋｇ級で、
ブラジルの星と呼ばれるチャールズ・チバナ（知花）
26歳。沖縄移民の三世です。チバナ家は４０人を超え
る大家族で、食事はすべて一世の祖母が作り、食卓で
は沖縄の言葉が飛び交います。祖父母が沖縄を出て半
世紀、様々な苦労
を乗り越えてきた
一家の思いが、いま
チャールズに託さ
れています。チャー
ルズとチバナ家の
挑戦をドキュメント
します。

ボクとJUDOとリオの金メダル
～沖縄移民・家族のオリンピック～

6月26日[日] 午後9：00
再放送：7月3日[日] 午前０：００

（2日[土]深夜）

BS1　　全国放送

伝統的な所作の琉球舞踊とクラシックバレエの技法を取り入れた斬新な創作。
同じ地謡の曲に乗せて展開される琉舞と、今注目の「琉球クリエイティブバレエ」の競演で
す。今回初めて試みられた舞台は、新しい沖縄芸能の可能性を示すものとして注目を集め
ました。

琉舞とバレエの競演
～第７０回ＮＨＫ沖縄の歌と踊りのつどい～

美ら島の夏　
クスイムンで心も体も美しく！　
～沖縄県　那覇市・糸満市・南城市～

7月10日[日]
午後１：05

総合　 沖縄県域総合　 沖縄県域

アニメで描く沖縄の昔話。今回は、首里王府の賢い役人
モーイ親方が活躍する
お話です。みんなは勉強
していますか。子どもの
頃のモーイがどんな勉
強をしていたか。普段は
いたずらばかりしている
モーイですが、実は・・・。

童謡や唱歌を沖縄各地の言葉で歌います。今回は「浜辺
の歌」。とても優しいメロ
ディーと、素敵な歌詞が
印象的です。この歌を、
宮古島出身の下地イサ
ムさんが歌うとどんな
世界が広がるのでしょ
うか。

「モーイ親方の勉強法」
うちなー昔話アニメ

「浜辺の歌（宮古島バージョン）」
うちなー童謡7月8日[金] 午前７：２５ 7月22日[金] 午前７：２５

Eテレ

ラジオ第1

ラジオ第1

総合

総合

総合

１6日（土）
7月 準決勝

午前  9：55～11：54
午後  0：00～  1：5０
午後  1：50～  3：0０
午前  9：55～11：55
午後  0：15～  3：00

１7日（日） 決勝 午後  1：00～  3：30

Eテレ

沖縄県域

琉舞 バレエ

７月１８日[月]
午前１０：０５

総合　 全国放送

午後7:307月8金
日

沖縄県域総合

かりゆし58　
ファンと歩んだ１０年
この春、デビュー１０年を迎えた沖縄出身
のバンド「かりゆし58」を大特集！昔から交
友関係がある番組ＭＣの津波信一さんと
ボーカルの前川真悟さんの２人がバンドゆ
かりの地を巡りながら、本音を語り合いま
す。ファンと共に歩んできたという１０年間
の軌跡を振り返るだけでなく、故郷・沖縄へ
の思いにもたっぷりと迫っていきます。

今年も熱戦の夏がやってきます！！昨夏は、興南高校が5年ぶりの頂点に立ちましたが
今夏は例年にない激戦が予想されています。現チーム結成直後の秋季大会で優勝した
八重山高校、準Ｖの興南高校がいずれも今春の県大会では初戦敗退。春は、冬の間に
力をつけた糸満高校がエース平安投手を中心とした投手力を武器に優勝。準優勝の豊
見城高校も、変則サイドスロー翁長投手の打者を翻弄する投球が光ります。群雄割拠の
夏の沖縄大会。ＮＨＫでは注目の準決勝・決勝を生中継します！お見逃しなく！！

黒住アナウンサー

「沖縄をもっと深く
　　　　　　知りたい！」
  そんな声に応える番組です。



E テレ「うちなーであそぼ」のナビゲーター・さぁたぁ
ちゃんと、司会のおねえさんによる約１時間のふれあ
いイベントです。アニメ「うちなー昔話」の上映や、さぁ
たぁちゃんとの記念撮影、ぬり絵など、親子そろって
楽しめますよ！

児童館にさぁたぁちゃんがやってくる！

・リズム手遊び、ジャンプ体操
・「うちなー童謡」で手遊び
　（きらきら星など）

1 お遊びタイム
・さぁたぁちゃんとの記念写真
撮影会

６月 21日（火）　午前１０時３０分～
　　　桃山公園内体験学習施設やまっち（沖縄市山内）

７月 12日（火）　午前１０時３０分～
　　　福祉文化プラザ児童センター（沖縄市高原）

児童館を利用する０歳～５歳くらいまでの乳幼児の親子の
みなさん。参加無料で入退場自由。

NHK沖縄放送局　098-865-2222
　　　　　　　　  （平日　午前 9時～午後 6時）

3 ふれあいタイム

・「うちなー昔話」アニメ上映
・「うちなー昔話」を題材にし
たぬり絵

2 お座りタイム

日時
会場

参加
対象

問い
合わせ

参加
自由

さぁたぁちゃんと
うちなーであそぼ！

イ
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パパイヤと豚肉のカレー丼

【材料・2人分】
青パパイヤ ３００ｇ
豚肉こま切れ ２００ｇ
水溶きかたくり粉 大さじ３

【☆タレ】
麺つゆ １００ｃｃ
水 ２００ｃｃ
カレー粉 小さじ２

1

2

3
4

夏にオススメ！

パパイヤは、皮をむいて種を取り除き、シリシリする。
豚肉は食べやすいように細かく切る。
☆のタレを混ぜ合わせる。

フライパンに油を入れて熱し、豚肉を炒める。
豚肉が白っぽくなったら、パパイヤを入れて油が回るように
混ぜながら炒める。

☆を入れて、強火で煮立てる。
沸騰したら、パパイヤがお好みの硬さになるまで中火で煮る。

最後に水溶きかたくり粉でとろみをつける。

ご飯を入れた丼に4を盛り付けたら出来上がり！

作り方

5
ポリフェノールとビタミンＣが豊富。パパイヤ

の栄養

はじめまして！新人アナウンサー
の佐藤あゆみです。
雪知らずの静岡で育ち、もっと暖
かい沖縄で働くことになりました。
太陽の光をたっぷり浴びて、アナ
ウンサーとしても社会人としても
成長していきたいです！
ニュースもリポートもスポーツも、
様々なジャンルに挑戦していきま
す。よろしくお願いします！

今、熱中している事は？
除湿機に溜まった水を捨てる
こと。ザバー！っと水を捨て
る瞬間がたまりません。

学生時代に熱中した事は？
高校野球応援です。吹奏楽部
として甲子園でテナーサック
スを吹いていました。

平日午前11：45

さぁたぁちゃんの取材日誌

佐藤 あゆみ
さ と う

アナウンサーアナウンサーアナウンサー

出身地：静岡県
担　当：ニュース・中継など
趣　味：映画鑑賞、野球応援

本部町で「平成２８年度夏期巡回ラジオ体操・み
んなの体操会」の公開生放送を実施します。
お誘い合わせの上、ぜひ会場へお越しください。

平成２８年度夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会

日程 ： 

会場 ： 

出演 ： 

放送予定 ： 

問い合わせ：
体操指導：岡本　美佳
ピアノ演奏：幅　しげみ

＜晴天会場＞本部町運動公園
＜荒天会場＞本部町民体育館

平成２８年７月２５日（月）
開場：午前５時３０分　開会：午前６時

平成２８年７月２５日（月）
＜ラジオ第1／国際放送＞
午前６時３０分～６時４０分（生放送）
ＮＨＫ沖縄放送局
電話０９８-８６５-２２２２
（平日 午前９時～午後６時）

顔ヨガ

監修：
顔ヨガインストラクター
森 あゆみさん

ムンクの顔
目安：１回２セット
　　 （好きな時）

ほうれい線をしっかり伸
ばし、むくみを改善。
目の下の筋肉が伸び、血
行が良くなることで、目
のたるみやクマを解消。

効果

額にしわを寄せない。
呼吸を意識する。（自然呼吸）注意

1

2

口を「お」の形にして顔を上下に伸ばす。
鼻の下をしっかり伸ばして、口を大きく開けすぎないよ
うに。

そのまま目線だけを上に。
目の下が伸びるのを感じな
がら１０秒キープ。

我如古 梨乃キャスター （沖縄ちゅら TV より）

参加
自由

パパでもパパッと
　　　　  パパイヤ丼

★

我如古
　キャスターも

　　　　　挑戦！

お!



次回以降のお支払いは、口座振替・クレジットカードでお願い致します。

受信契約とは、放送法という法律で定められた義務です。
テレビを設置したら受信料のお支払いが必要です。
※ワンセグ・チューナー付パソコン・カーナビ等を含みます。

ニュース・大河ドラマ・
連続テレビ小説・紅白歌合戦・
イベントなど、
NHKから生み出されるものは
全て受信料で成り立っています。

契約種別 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額 契約種別 2か月払額 6か月前払額 12か月前払額

地上契約

衛星契約
（地上契約を含む）

地上契約

衛星契約
（地上契約を含む）

※消費税8％を含みます。 ※沖縄県の料額です。
※多数一括割引、団体一括割引、家族割引、事業所割引、半額免除を
　適用する料額は異なります。

継続振込等
2か月払い

口座・クレジット
12か月払い

12,810円

23,585円

6,585円

12,125円

2,310円

4,250円
12,255円

23,030円

6,300円

11,840円

2,210円

4,150円

●放送法第64条（受信契約及び受信料）
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放
送の受信についての契約をしなければならない。（以下略）
●放送受信規約第5条（放送受信料支払いの義務）
放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約
となった月の前月（受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者に
ついては、当該月とする。）まで、１の放送受信契約につき、その種別および
支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料（消費税および地方消費
税を含む。）を支払わなければならない。（以下略）

はみなさまからの受信料で運営されている“公共放送”です。

受信料額（継続振込等） 受信料額（口座・クレジット）

衛星契約の場合

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

2か月払額

12か月前払額

4,250円×6回=25,500円

23,030円

最大
2,470円
お得！

お手続日

今後のお支払い分

次回振替日は8月26日となります。

口座・クレジット払いを利用すると…

「同一生計の複数の方がそれぞれの住居の放送受信契
約を締結している場合（学生・単身赴任など同一生計で
離れて暮らすご家族等）」や「同一の放送受信契約者が
複数の住居で受信契約をしている場合（別荘・別宅等）」
を対象に、受信料額の半額を割り引く制度です。

家族割引申込書をご提出いただき、適用要件を
満たされている場合、「家族割引」を適用いたします。

家族割引
とは?

放送受信料「家族割引」のご案内

受付時間／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　

受付時間／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　

受付時間／午前9:00～午後8：00
（土・日・祝日も受付）　お問い合わせ

受信契約のお申し込み・ご転居の連絡 受信料関係のお問い合わせ テレビなどの受信に関するご相談

☎0120-151515 ☎0570-077077 ☎0570-003434
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